
作成日：
次回発行日：

職種 就業時間 加入保険等

交替制あり 　
(1) 7時30分～16時30分
(2)17時00分～ 9時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-23-0210  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 9時15分～18時15分 普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 0894-21-3333  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 9時15分～18時15分 看護師

介護福祉士
社会福祉士

雇用期間の定めなし TEL. 0894-21-3333  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

交替制あり 　
(1) 8時30分～17時15分 保育士
(2) 7時30分～16時15分 普通自動車免許ＡＴ
(3) 9時15分～18時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-22-3111  
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時30分～17時15分 看護師

介護支援専門員
原動機付自転車免許

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-24-6628  
正社員以外 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 8時30分～17時15分 看護師

准看護師

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-29-1000  
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 7時00分～16時00分
(2) 9時30分～18時30分
(3)17時00分～ 9時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-8061  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　
8時00分～18時30分の間の ホームヘルパー２級
5時間程度 普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-8061  
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

交替制あり 　
(1) 8時30分～17時30分 介護福祉士
(2)16時30分～ 9時00分
(3)10時30分～19時30分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-33-1200  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

　
(1) 8時30分～17時15分 普通自動車免許ＡＴ
(2)16時45分～ 9時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-5750  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市 厚生年金基金

交替制あり 　
(1) 8時30分～17時15分 看護師
(2)16時45分～ 9時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-5750  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市 厚生年金基金

　
(1) 8時30分～17時15分 介護支援専門員

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-5750  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市 厚生年金基金

交替制あり 　
(1) 8時30分～17時30分 看護師
(2)17時00分～ 9時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-0163  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市 厚生年金基金

　
9時15分～19時00分の間の
4時間程度

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-35-0510  
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 9時00分～18時00分 介護支援専門員

普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 0894-29-1596  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
9時00分～18時00分の間の 普通自動車免許ＡＴ
7時間程度

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-29-1596  
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

【対象者】雇用保険を受給できない求職者の方で、職業訓練その他の就職支援を行う必要があると認められる方

【内　容】求職者支援訓練等を受講し、スキルアップが図れます。（受講料は無料、テキスト代は自己負担）

　　　　　訓練期間中及び訓練終了後もハローワークが積極的な就職支援を行います。

　　　　　一定要件を満たす方に訓練期間中、「職業訓練受講給付金」を支給します。

3月　13日
4月　16日予定

年齢
採用人数

賃金形態
賃金（月額換算）

必要な免許資格
休日

求人者名・所在地・求人番号・就業場所等

愛媛県八幡浜市４３５番地１８

看護補助・介護職員
月給

医療法人　大志会　矢野脳神経外科医院
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
151,000円～
184,600円2人 愛媛県八幡浜市古町１丁目６－１２

38030-  914781

保育士
日給

八幡浜市役所 雇用・労災・
健康・厚生

不問
166,540円～
166,540円4人

他

八幡浜市北浜１丁目１－１

38030-  919381 日祝他

38030-  918081 土日祝他

土日祝他

生活支援員【資格な
し】

月給 あさひみらい　株式会社　就労継続支援Ｂ型事業所　わくわ
くみらい館やわたはま

雇用・労災・
健康・厚生

不問
118,240円～
118,240円1人

訪問介護職員
時給

株式会社　さくら 雇用・労災不問
1,100円～1,600

円

他

介護職員【夜勤あり】
月給

株式会社　さくら 雇用・労災・
健康・厚生

不問
165,000円～
175,000円1人 愛媛県西予市宇和町山田１５５８番地

正・准看護師（デイケ
ア）

時給 社会福祉法人　白寿会
介護老人保健施設　西安 雇用・労災不問

1,100円～1,100
円1人 愛媛県八幡浜市大平１番耕地８７０番地２

38030-  867781

ケアスタッフ（コン
フォート神山・松柏）

月給
社会福祉法人　弘正会

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
170,300円～
242,700円5人

介護職員（みのり園）
月給

医療法人　社団　みのり会 雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
145,000円～
195,000円

介護認定調査員
日給

八幡浜市役所 雇用・労災・
健康・厚生

不問
180,000円～
180,000円1人 八幡浜市北浜１丁目１－１

38030-  802181

介護支援専門員
月給

医療法人　青峰会
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
177,100円～
252,300円1人 八幡浜市五反田１－１０４６－１

土日祝他

他
2人

1人 愛媛県西予市三瓶町朝立２－１－７

38030-  858781 他

愛媛県八幡浜市五反田１番耕地７６－３

38030-  872981

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳以下
223,100円～
298,700円

愛媛県八幡浜市五反田１－１０５０

38030-  825881

月給
新愛商事　株式会社

38030-  877281

38030-  880981 他

他

他

1人 愛媛県西予市宇和町山田１５５８番地

介護支援専門員
月給 セントケア四国　株式会社

セントケア八幡浜
雇用・労災・
健康・厚生

64歳以下

日祝他

2人 八幡浜市１５３６－１１８

38030-  733981 他

正看護師
月給

医療法人　福寿会　宇都宮病院
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

64歳以下
249,500円～
341,000円

38030-  841881

正看護師（グッドライ
フ五反田）

介護補助員
時給 八幡浜地区施設事務組合

特別養護老人ホーム　青石寮 雇用・労災不問

870円～870円2人 愛媛県八幡浜市保内町磯崎２１１４番地３

38030-  740681 他

訪問入浴ケアスタッフ
「介護」

時給 セントケア四国　株式会社
セントケア八幡浜 雇用・労災

234,500円～
283,000円1人 愛媛県八幡浜市江戸岡１丁目８－５　マルマビル１Ｆ

38030-  742581 土日他

1人 愛媛県八幡浜市江戸岡１丁目８－５　マルマビル１Ｆ

38030-  747181 日他

不問
1,120円～1,220

円

施設管理責任者
月給 あさひみらい　株式会社　就労継続支援Ｂ型事業所　わくわ

くみらい館やわたはま
雇用・労災・
健康・厚生

不問
200,000円～
220,000円1人 愛媛県八幡浜市４３５番地１８

38030-  663481

求職者支援制度のご案内

℡ 0894-22-4033 

ハローワーク八幡浜 

（八幡浜公共職業安定所） ◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。 

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。 その際はあしからずご了承ください。 

◎ ハローワークインターネットサービスもご利用ください。(https：//www.hellowork.go.jp/) 
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作成日：
次回発行日：

職種 就業時間 加入保険等

3月　13日
4月　16日予定

年齢
採用人数

賃金形態
賃金（月額換算）

必要な免許資格
休日

求人者名・所在地・求人番号・就業場所等

℡ 0894-22-4033 

ハローワーク八幡浜 

（八幡浜公共職業安定所） ◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。 

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。 その際はあしからずご了承ください。 

◎ ハローワークインターネットサービスもご利用ください。(https：//www.hellowork.go.jp/) 

　
(1) 7時00分～16時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2)10時00分～19時00分
(3)17時00分～ 9時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-69-3101  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

交替制あり 　
(1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 8時00分～17時00分 看護師

准看護師
雇用期間の定めなし TEL. 0894-69-3101  

正社員 就業場所 愛媛県西予市
特定曜日のみ(2)(3) 　
(1) 8時30分～17時30分 看護師
(2) 8時30分～12時30分 准看護師

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-0518  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（１ヶ月単位） 　
(1) 8時30分～17時30分 保育士

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-2454  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1) 9時00分～12時00分
(2)10時00分～17時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-62-6138  
パート労働者 就業場所 愛媛県西予市

交替制あり 　
(1) 8時30分～17時15分 看護師
(2)16時30分～ 1時15分
(3) 0時30分～ 9時15分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-62-1121  
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

交替制あり 　
(1) 6時30分～15時30分 介護福祉士
(2) 9時00分～18時00分
(3) 9時30分～18時30分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-5855  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（１ヶ月単位） 　
(1) 7時00分～16時00分 ホームヘルパー２級
(2) 9時00分～18時00分 介護職員初任者研修
(3)10時00分～19時00分

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-29-1731  
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
8時30分～17時30分の間の 看護師
3時間以上 普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0823-36-2522  
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

変形（１ヶ月単位） 　
(1) 7時30分～16時30分
(2) 9時00分～18時00分
(3)11時00分～20時00分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-72-1371  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

変形（１ヶ月単位） 　
(1) 7時30分～16時30分 介護福祉士
(2) 8時30分～17時30分 介護職員初任者研修
(3)10時30分～19時30分 介護職員実務者研修

雇用期間の定めなし TEL. 089-978-7711  
正社員 就業場所 愛媛県西宇和郡伊方町

　
(1) 8時30分～17時30分 介護支援専門員

普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-0222  
正社員 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
(1)16時30分～ 9時30分 ホームヘルパー２級

普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし TEL. 0894-22-0222  
パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市

　
9時00分～16時00分の間の 原動機付自転車免許
4時間以上 普通自動車免許ＡＴ

ホームヘルパー２級
雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-23-1616  

パート労働者 就業場所 愛媛県八幡浜市
交替制あり 　
(1) 8時30分～17時30分 看護師
(2) 8時30分～18時00分 准看護師
(3) 8時30分～12時30分

雇用期間の定めなし TEL. 0894-62-6698  
正社員 就業場所 愛媛県西予市

変形（１ヶ月単位） 　
(1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） TEL. 0894-62-2949  
正社員以外 就業場所 愛媛県西予市

【対象者】雇用保険を受給できない求職者の方で、職業訓練その他の就職支援を行う必要があると認められる方

【内　容】求職者支援訓練等を受講し、スキルアップが図れます。（受講料は無料、テキスト代は自己負担）

　　　　　訓練期間中及び訓練終了後もハローワークが積極的な就職支援を行います。

　　　　　一定要件を満たす方に訓練期間中、「職業訓練受講給付金」を支給します。

介護職員（正社員）
月給 株式会社　百笑一輝

デイサービスセンターめぐみの里
雇用・労災・
健康・厚生

不問

日他

140,000円～
180,000円2人 愛媛県西予市明浜町俵津４―４４

38030-  753881

正看護師・准看護師
月給 株式会社　百笑一輝

デイサービスセンターめぐみの里
雇用・労災・
健康・厚生

不問
170,000円～
200,000円1人 愛媛県西予市明浜町俵津４―４４

38030-  754281

保育士（正社員）
月給 社会福祉法人　和泉蓮華会

八幡浜市運営委託園　白浜保育所
雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
179,800円～
187,400円1人

日他

愛媛県八幡浜市１５５０－２０

38030-  763181 日祝他

38030-  762281 日祝他

准・正看護師
月給

鎌田内科消化器科クリニック 雇用・労災・
健康・厚生

不問
180,000円～
190,000円1人 八幡浜市１５２６－４（大黒町３丁目）

192,949円～
192,949円1人 愛媛県西予市宇和町永長１４７番地１

38030-  781081 他

ファミリーホーム補助
者

時給
Ｏｕｒ－ｈｏｕｓｅ 労災不問

正看護師
月給

西予市立　西予市民病院 雇用・労災・
健康・厚生

不問

740円～800円1人 愛媛県西予市宇和町卯之町３丁目４５５

38030-  765381 他

他

他

ケアスタッフ（八幡浜
市）

時給
株式会社　ニチイ学館　松山支店 雇用・労災・

健康・厚生
不問

介護職員（正社員）
月給 社会福祉法人　ことぶき会

介護老人保健施設　青葉荘
雇用・労災・
健康・厚生

59歳以下
155,000円～
185,000円1人 八幡浜市向灘２２９番地１４

38030-  799081

訪問看護スタッフ（愛
媛県八幡浜市）

時給
株式会社　ひかり 労災不問

910円～910円1人
愛媛県松山市三番町４丁目４番地６　松山センタービル２号館　６階

1,400円～1,500
円3人 広島県呉市阿賀中央４丁目５－１６

34030- 1821481

38010- 8483881

介護員（西予市）
月給

有限会社　ラッセル社 雇用・労災・
健康・厚生

不問
160,000円～
195,000円2人

他

愛媛県松山市津吉町１１４２－１

7人 愛媛県松山市堀江町甲２０８２－１

38010- 6999481 他

38010- 7374481 他

67歳以下
230,000円～
230,000円1人 愛媛県八幡浜市新町２７２番地１

38030-  686681

グループホーム介護職
員

月給
日本ケアシステム　株式会社 雇用・労災・

健康・厚生
59歳以下

150,000円～
180,000円

38030-  653981

正・准看護師
月給

医療法人　矢野整形外科 雇用・労災・
健康・厚生

1,300円～1,600
円2人

八幡浜市松柏乙１１０１番地　八幡浜市保健福祉総合センター２階

38030-  660681

訪問介護員（八幡浜）
時給

社会福祉法人　八幡浜市社会福祉協議会 労災

日祝他

求職者支援制度のご案内

38030-  655481 他

木日祝他

介護職員【夜勤専従】
時給

株式会社　ベルワイド　おるｄｅ新町

59歳以下
175,000円～
215,000円1人 愛媛県西予市宇和町卯之町３ー３５９

38030-  651381

他

土日他

不問

ケアマネージャー（介
護支援専門員）（居宅
介護支援事業所）

月給
株式会社　ベルワイド　おるｄｅ新町 雇用・労災・

健康・厚生

作業指導員
月給

特定非営利活動法人　ハーモニーきらら 雇用・労災・
健康・厚生

不問
135,000円～
150,000円1人 愛媛県西予市宇和町稲生３５番地

雇用・労災67歳以下

750円～820円1人 愛媛県八幡浜市新町２７２番地１
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